
 

 

 

 

 

 

 

 

奈良の文化・観光振興をめざして 

「奈良まほろばソムリエ友の

会」が発足して 3 年、NPO 化し

てから 1 年以上が経過しました。    

おかげさまで当会は、各方面か

らさまざまなリクエストをいた

だくようになりました。以下、そ

の一端を紹介いたします。 

奈良佐保短大と連携協定を締結 

 

 

 

 

 

 

 

本年 6 月 3 日（火）、当会は奈

良佐保短期大学と「連携に関する

協定」を締結しました。連携協定

締結は 23 年の奈良朱雀高校に続

く 2 件目。同短大の授業および校

外活動に対して当会が協力する、

という内容で、当面は後期授業

「奈良の伝統行事」（全 15 回）に

当会から講師を派遣いたします。 

橿原市観光ガイド本制作に協力 

橿原市が｢新橿原観光ガイド

ブック（仮称）｣を制作するに際

し、当会が企画面で支援していま

す。会議でアイデアを提供すると

ともに現地を訪ね、観光コースの

策定にも協力しました。 

ガイド本は今秋発刊の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

天理市制 60周年ツアーを実施 

天理市が公募していた「天理市

制 60 周年記念連携事業」に、当

会が提案した「奈良まほろばソム

リエと行く 天理のいいとこ再発

見！バスツアー」（春秋の 2 コー

ス）が採用されました。春のコー

ス（2 回）はすでに実施され、両

日とも満員の盛況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良 NPO センターから助成金 

 当会は、近鉄「楽・元気プラザ」

（学園前）、クラブツーリズム奈

良旅行センター（近鉄奈良）、県

「奈良まほろば館」（東京・日本

橋三越前）などでのセミナーに、

講師を派遣しています。 

 

このたび、奈良 NPO センター

が募集していた「なら一
いち

食
じき

助成」

に当会が応募したところ見事、採

用されました。助成金は 10 万円

です。 

今後、奈良まほろば館への講師

派遣費用の一部に充当する予定

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

インプットからアウトプットへ 

このほか、当会ではさまざまな

活動を展開しています。3 月 15

日(土)と 16 日(日)には、会員対

象に初の合宿研修を初瀬で実施

しました。6 月 29 日(日)の春日

大社での講話と饗
きょう

膳
ぜん

(神饌料理)

の会にも、たくさんのご応募をい

ただいています。 

奈良交通と JTB のバスツアー

のほか、NHK 文化センターの現

地講座の講師も受託しました。 

当会が監修した『奈良｢地理・地

名・地図｣の謎』も、13,000 部が

刊行されています。「インプット

からアウトプットへ」を合言葉に、

これからも活動を活発に展開して

まいりましょう！  

 

新沢千塚古墳群から畝傍山を遠望 

 

大和
おおやまと

神社を参拝・ガイド（5/19） 
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2014 年 6 月 20 日 

（平成 26 年 6 月 20 日） 

NPO法人の使命は「社会貢献活動」です！ 
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助成金目録を手にする小北理事長 

（専務理事 鉄田 憲男） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年5月24日(土)午後1時30

分から、奈良商工会議所大ホールに

おいて、「平成26年度総会」を開催

しました。会員総数287人のうち、当

日の出席者128人、委任状提出者102

人で、会場はほぼ満席でした。 

鈴木浩理事の司会で始まり、指名

を受けた小北理事長を議長として議

事は進行し、第1号議案(平成25年度

報告)と第2号議案(平成26年度計画)

の説明を亀田理事が行いました。第3

号議案(役員選任)は小北理事長より、

｢退任予定役員の補充の必要がある｣

こと、｢全役員が6月30日をもって任

期満了となる｣ことから、新任、再任

役員候補者の説明がありました。 

(新任)理事:小野哲朗､岸克行､瀬川

郁淑､関美耶子､長岡光彦､御前加依子 

(再任)理事:大山恵功､亀田幸英､木

村洋子､小北博孝､鈴木英一､鈴木浩､

鉄田憲男､豊田敏雄､安井永 

監事:露木基勝、大嶋與 

各議案は議場に諮り、すべて満場

一致で承認可決されました。 

 議案審議後、鉄田専務理事よりわ

かりやすく｢各グループの活動紹介」

と｢加入案内｣がありました。 

その後、奈良大学名誉教授で元興

寺文化財研究所所長の水野正好先生

の｢聖武天皇・光明皇后―御夫婦の温

かい愛と陰陽宝剣―」と題する講演

会が開催され、みなさん熱心に耳を

傾けていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会終了後は、奈良商工会議所

の地階のホールで新任役員の関美耶

子さんの司会により「懇親会」が開

催されました。講演会講師の水野正

好先生にもご参加いただき、新入会

員の方や遠方からのご参加者の紹介

も交えて楽しく過ごすことができま

した。       (大山 恵功) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度新しく理事に就任いたしま

した小野哲朗です。これまで交流 G

の史跡探訪 C、記紀万葉 C やガイド

G などで活動してまいりました。会

として外への発信、寄与のウェイト

を高めるよう、理事や会員皆様の協

力を頂きながら会の発展に力を尽く

したいと存じます。 （小野 哲朗） 

マーケティングを通じて地域に元

気と笑顔を!というのが私の理念です。

奈良の未来を語る上では、奈良の歴

史を深く知ることが重要だと思い、 

ソムリエの会に参加 

しています。今後と 

も、よろしくお願い 

いたします。 

    （岸 克行） 

大和高田市出身 

ですが、八尾市在で、

熱烈阪神ファンの奈良県庁 OB です。

ソムリエの活動を通じて、我が愛す

べき奈良県に些かなりとも役立ちた

い思いですが、加えて、今回は与え

られた分野で私なりに精一杯頑張っ

てみるつもりです。  （瀬川 郁淑） 

女性組織担当理事の関美耶子です。

難しいことはさておき、女性特有の

切り口での意見を今後の会の活動に

生かせるように女性会員の方の一人

でも多くの集まりを期待しておりま

すので、よろしくお願いいたします。    

3 年前「友の会」でスタートした当

会も、NPO法人として会員数287名、

県下最大のボランティア団体として

その活動が、注目されています。3 年

間「奈良市観光協会」に勤務した経験

と交友をいかし、理事の重責に応える

べく精一杯がんばりますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

（長岡 光彦） 

私は、自然豊かな當麻に生まれ、歴

史あるお寺の傍らで育ちました。そし

て、只今生駒に住むネイティブ奈良で

す。念願のソムリエの会に入ることが

出来ましたが、これからの私の課題は、

苦手のアウトプット克服です。日々研

鑽を積みたいと考えておりますので、

よろしくお願い致します。 

     （御前 加依子） 

新理事紹介 

平成２６年度総会 

 
平成 26 年度総会 

 
水野正好先生 
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小野 岸 瀬川 関 長岡 御前 

（関 美耶子） 



 

ソムリエの知識を活かして、ひと

味違うガイド活動を私たちと一緒

にしませんか？ 多くの人に奈良の

素晴らしさを伝えて喜ばれる『やり

がいのある』活動です。 

■活動内容 

①自主ガイド：お客様のご都合の良

い日に、希望のコースへご案内 

(参照）http://sguide81.blog.fc2.com/ 

②募集ガイド：年に数回、日を決め

て参加者を募集しガイド 

③受託ガイド：旅行業者等とのタイ

アップ企画によるガイド活動 

■未経験者大歓迎 

ガイド未経験の方は、参加者の誘

導などガイドをサポートすること

から始め、実習等の段階を踏んで自

分のペースで研修して頂きます。受

付、PR など運営のお手伝いをして

頂くスタッフも大歓迎です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■加入の前提と申込方法 

◇前提：携帯電話とパソコンメール

（または FAX）で連絡できること。

毎月第 4 日曜日午後の連絡会に出

席すること。 

◇加入申込方法：氏名・携帯電話番

号・パソコンメールアドレス（また

はFAX 番号）、ガイド経験の有無を、

下記までご連絡ください。 

（担当・問合せ先）安井 永 

・メールアドレス 

：eddie8383@leto.eonet.ne.jp 

・FAX：0745-73-2115 

・電話：090-2789-0382 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メンバー募集説明会＞ 

6 月 22 日(日)13 時より、加入を

ご検討中の方に向けて活動内容を

説明しますので、ご参加ください。 

（場所：担当までお問合せください）   

（安井 永） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

■新しき 年の初めの 初春の 

今日降る雪の いやしけ吉事 

(巻 20-4516) 

天平宝字 3 年(759 年)元旦、因

幡の国庁で大伴家持が詠んだ『万

葉集』の最後を飾る歌である。こ

のよく知られた歌は、年の初め、

月の初め、日の初め、それに立春

が重なった吉祥の歌だと言われる。

家持は、通説によれば 14 歳で名

門大伴氏を継ぎ、20 歳で内舎人、

29歳で越中守になる。都では藤原

氏と橘氏との抗争で、天皇家を支

える大伴氏への圧力も強かったと

想像できる。そんな中、756 年に

起きた大伴古慈斐らによる「朝廷

誹謗事件」。この時は聖武太上天皇

崩御の 8 日後で、光明皇太后の判

断もあってか放免された。事件後、

家持は『万葉集』最後の長歌(巻

20-4465)と「磯城島の 大和の国

に 明らけき 名に負う伴の緒 心

努めよ」(4466)で一族を諭し、自

重をうながしている。 

ただ、同日の「うつせみは 数な

き身なり 山川の 清けき見つつ 

道を尋ねな」(4468)では、早くこ

の世の中から逃れたいと、心の迷

いも窺わせている。 

翌年、家持が自責の念にかられ、

一門の衰退を悲しみ絶唱する「橘

奈良麻呂の変」が起き、大伴胡麻

呂、池主、兄人など一族の有力人

物を含め多数の死者を出した。失

意のなかでの因幡赴任であったが、

私自身の鳥取での生活体験からす

ると、保守的ですぐには心を開い

てはくれないが、次第に暖かく接

してくれる。そんな人々とのふれ

合いや自然が彼を慰め、励ました

のではないだろうか。 

国庁跡に幾度か佇んで、この歌が、

当時の家持自身の境遇や、深い心境

を表した歌であり、自ら『万葉集』

の締めくくりの歌にしたと思えて

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ガイド風景（吉野） 

あなたが伝える・うまし奈良－ガイドグループ・メンバー大募集！－ 

 
ガイド風景（法隆寺） 

 

（日置 雅夫） 

－３－ 

それぞれの万葉集 



＜編集後記＞ 

 新年度最初のソムリエの風です。今年度は 4 回の発行となります。さまざまな情報をお届けいたしますので、

楽しみにお待ちください。 

編集に当たった広報グループメンバーは以下のとおりです。（あいうえお順） 

窪田・小林(誠)・雑賀・沢田・豊田(敏)・辰馬・永井・中村・橋口・廣岡・二上・古川・松森・米山 

 

今回から季節の「花だより」を送ります。 （石田 一雄） 

6 月 矢田寺の紫陽花
あ じ さ い

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月は梅雨の季節、そぼ降る雨

に似合うのは、やはり日本原産の

「紫陽花
あ じ さ い

」でしょう。 

 「お地蔵様とあじさいの寺」矢

田寺（正式名は金剛山寺）（大和郡

山市）では 60 種 1 万株、の色と

りどりの紫陽花が咲き乱れます。 

長谷寺（桜井市）も有名です。 

7 月 ロータス・ロードの蓮
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月は仏様の花「蓮」。 

昨年から唐招提寺、薬師寺、喜

光寺の 3 か寺連携企画「西の京

ロータス・ロード」が始まりまし

た。3 か寺を参拝巡礼すると、朱

印所で特製散華が授与されます。 

藤原宮跡の蓮池では、大和三山

を背景に花が映えます 

8 月 奈良公園の百日紅
さるすべり

 

 

 

 

 

 

 

 

暑い盛りの 8 月に彩りを添える

のが「百日紅
さるすべり

」です。意外にも奈

良公園に多く、浮見堂周辺、東大

寺大仏殿周辺など 20 か所もあり

ます。中国南部原産で江戸時代に

渡来しましたが、7 月から約百日

間紅色の花を咲かせ続けるので、

名づけられました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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花だより 
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